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【議 案】 

 

第1号議案  2019年度(第13期) 事業並びに活動報告 

第2号議案  2019年度(第13期) 一般会計収支決算報告並びに会計監査報告 

第3号議案  2020年度(第14期) 事業並びに活動計画(案)  

第4号議案  2020年度(第14期) 一般会計収支予算(案) 



 

第1号議案 

2019年度(第13期)事業並びに活動報告 

(2019年4月1日～2020年3月31日) 

 

1 広報事業 

(1) 広報誌「千新かわら版(48号から51号まで)」発行 

年4回(4・7・10・1月)発行。1回6,200部を印刷し、全戸配布した。 

(2) ホームページの更新・管理 

新たに青パト運行表の掲載を開始した。またレンタルサーバーを移行し、経費の削減に努めた。 

 

2 地域福祉事業 

(1) 敬老フェスティバル協力 

9月16日(月)敬老の日、千里ニュータウンプラザ市民センター大ホールにて、2019千里新田地区敬老

フェスティバルを行った。好天で暑かったが、エアコン完備で安心して実施できた。小・中学校から歌

や演奏、金婚2組の表彰など、ショートプログラムながら、参加者の負担なく行えた。記念品の一部

は、福祉委員会が小学校での配布を行った。式典参加者218名を含め、570名の高齢者あるいはご家族に

集まっていただき、民生委員などスタッフ30名を合わせて600名の事業となった。また地区対象者

1,000余名に防災用品「アルミブランケット」を配布した。 

(2) たのしいバス運行の充実 

2011年10月に始まったこの事業は、2012年の5,734名から昨年の8,179名まで途中の増減はあった

が、延べ48,000名余の地域のご高齢の皆さんに喜ばれ、利用されてきた。しかし、近い将来地域事情が

大きく変わり、スポンサーもなくなるかも知れず、今からその対応も必要になると思われる。  

(3) 福祉委員会との小地域ネットワーク活動 

高齢者支援としての「いきいきサロン」、食事会「むつみ会」、子育て支援として「のびのび」。小学校

での福祉教育事業「アイマスク、車椅子体験」に協力した。お一人住まいの高齢者に対して鍵預かり事

業を開始。また、赤い羽根共同募金活動も行った。 

(4) 地域公共交通(バスの地域内運行)の実現 

吹田市地域公共交通会議が、2月19日と3月27日の2回開催された。市民委員と3連合自治会長の地

元意見は、全て道路幅の部分的なボトルネック・歩道のない事などの道路欠陥により、法律の壁があり承

認されなかった。今後は、7月の第3回会議を経て住民説明会が開かれ、試験運行に入る予定である。 

(5) いこいの間活性化 

毎週月曜日(休日は除く)にコーヒーサロンとして、地域の皆様のいこいの場所として活動した。ま

た、月間の使用状況としては、歌体操や福祉委員会の役員会議、まちづくり協議会の役員の打合せ等に

ご利用いただいた。昨年からは印刷機の導入に伴い、地域諸団体の印刷等で、いこいの間は大いに活性

化した。 

 

3 地域ふれあい事業 

(1) 第40回千新小夏祭りの開催 

8月24日(土)、小学校グラウンド、ピロティを会場にして開催した。前線通過に伴う天候悪化が心配

されたが、無事予定通りのプログラムを実行でき、2,375名の参加者を集める中、例年通りの賑わいと

なった。今回、おみこし製作委員会が中心となって作り上げた新たな本格的段ボールみこしもお目見え

し、会場内店舗、各種パフォーマンス、盆踊り、花火大会なども例年通りの取組ができた。 



 

(2) 第33回千里新田地区市民体育祭の開催 

今年は天候に恵まれ、にぎやかに体育祭を実施できた。24の競技に合計2,223名(前年比1.7％増)の

参加をいただいた。幼児や小学校低学年の参加者が徐々に増えてきているように思われる。ブロック対

抗戦では、5競技すべてで安定した成績を挙げたCブロック(春日4丁目)が優勝した。多くの広告協賛

をいただき、すべての参加者に順位賞や参加賞を渡すことができた。ビッグイベントのため、各団体か

らスタッフを募ったほか、小・中学校の先生方にも協力を願い、負傷者が１名おられたものの大きな事

故もなく、予定した競技を全うすることができた。 

(3) 第17回千里新田地区子どももちつきフェスタの開催 

12月15日(日)、冬にしては暖かく晴天に恵まれ、小学校で開催した。過去のもちつきと比較して、参

加者数は大幅に増加して1,000人を超える参加をいただき、盛大なもちつきフェスタとなった。 

(4) せんしん交流会の開催 

毎月第1土曜日午後6時から公民館において開催した。開催回数は9回、参加者数は延べ273名であ

った。 

 

4 地域安心･安全対策事業 

(1) 登校時の挨拶運動と子ども見守りに協力 

あいさつ運動と子ども見守りに協力。登校時に通園、通学路の各所で実施した。 

(2) 青色防犯パトロールカーの運行 

登下校時に各1時間(午前は7時30分から、午後は3時30分から)、青色パトカーによる園児･児童･

生徒の見守りを実施した。運転手の高齢化は相変わらずで、運行の継続にも問題が生じており、地域の

方の更なる協力が必要と思われる。なお、3月は新型コロナウイルスの影響により運休した。 

(3) 全市一斉合同防災訓練の実施 

1月19日(日)全市一斉合同防災訓練を実施した。小学校に地域防災対策本部を設置し、まちづくり協

議会を中心に地域の各団体が、受付係、連絡係等の役割を分担し、放水訓練、消火訓練を千二分団及び春

日班の指導で実施した。一次避難地参加者数は、250名であった。 

(4) 福祉避難所避難訓練 

10月24日(日)10時から、市役所1名、まちづくり協議会7名、ちくりんの里4名、離宮3名、プレ

ーゴ3名で実施した。(この訓練は、災害時に小学校の避難所での生活が困難な人が発生した場合に、ま

ちづくり協議会と市が連携し、指定された福祉避難所へ搬送するもの) 

 

5 地域子育て支援青少年育成事業 

(1) 児童センター事業支援 

① 行事協力 

サマーフェスティバルやセンターまつり、図書整理等の事業に協力し、児童センターが子ども達の

居場所となるようサポートした。 

② 施設維持 

建具の調整や遊具の製作などを行った。年度末には、消防施設の維持管理に協力した。 

(2) 地域教育協議会協力 

南中ソニックなどの事業に協力した。 

  



 

6 地域環境美化事業 

(1) 「アドプト・ロード・千新」の清掃活動 

毎月第3土曜日の午前8時に、ガストから新御堂筋までの両側歩道の清掃と除草作業を行った。清掃

作業は年間11回(3月は新型コロナウイルスのため中止)実施し、参加者数は延べ107名であった。ま

た、清掃後は、「ガスト」で情報交換等の交流を図った。利用者数は66名だった。除草作業は3回、参

加者9名で行った。 

(2) 「すいた里親道路」維持管理(清掃・除草・花壇の整備) 

春日台団地登り口の三角地の清掃と除草作業及び花壇整備などの維持管理を行った。 

(3) 児童センターの植栽管理等 

6月30日に剪定除草・溝掃除などを17名で、傷害保険をかけたうえで実施した。悪天候で気を揉ん

だが、午前中に仕上げた。8月30日は剪定実施、秋以降は落葉など清掃、随時徒長枝など剪定した。 

(4) 中学校の花いっぱいプロジェクトへの参画 

中学校で種の植え付け作業のお手伝いをし、その後、年2回「アドプト・ロード・千新」の場所に花

を植え維持管理を行った。7月にマリーゴールド、12月にパンジーの苗約300株を「アドプト・ロー

ド・千新」の植樹桝39個に植えた。 

(5) 小学校共同整備花壇の維持管理支援 

4月、春の息吹に誘われ、草木が一斉に芽を出す頃にパンジー、コスモス、ヒマワリ等の種を花壇に

蒔いた。5月には芽を出し、初夏にはとりどりの花が花壇を賑わせた。 

 

7 その他の事業  

(1) 会議等 

① 通常総会(第13期) 5月18日(土) 千里新田地区公民館 

② 役員会 6回開催 

4月20日(土)、6月15日(土)、8月17日(土)、 

10月19日(土)、12月21日(土)、2月15日(土) 

③ 千新小夏祭り実行委員会(3回) 

6月15(土)、7月6日(土)、9月7日(土) 

④ 千新地区市民体育祭実行委員会(3回) 

7月28日(日)、9月7日(土)、11月16日(土) 

⑤ もちつき実行委員会(3回) 

11月2日(土)、12月8日(日)、1月18日(土) 

⑥ 防災プロジェクトチーム(2回) 

11月25日(月)、12月1日(日) 

(2) 親睦会等 

① 懇親会  11月2日(土) 千里新田地区公民館 参加者数66名 

② 新年会  1月4日(土) 南千里クリスタルホテル 参加者数56名 

(3) 地区発足30周年事業「ふるさと千新会プロジェクト」 

地域の方から30年を振り返る多くの証言(オーラルヒストリー)をいただいたが、条件が調わず実現で

きなかった。今後はまとめに進み、改めて2020年の12月を目標として遂行する。 

 

  



第2号議案

2019年度(第13期)　一般会計収支決算報告
（2019年4月1日～2020年3月31日）

【収　入】 （単位：円）
費　目 予算額 決算額 差　異 備　考

繰越金 1,017,168 1,017,168 0 2018年度まち協繰越金

会費 262,000 256,000 -6,000
諸団体（22団体×@6,000円）；132,000円
個人（95名×@1,200円）；114,000円
賛助会員（1団体×@10,000円）；10,000円

繰入金 100,000 100,000 0 市民体育祭運営委員会からの青パト運行繰入金

助成金 70,000 70,392 392
吹田市からの青パト助成金；60,000円
合同防災訓練の連合分担金；10,392円

寄付金 0 11,000 11,000 HAIR OCEAN様

雑収入 620,000 558,048 -61,952

印刷機使用料；19,548円
剪定・除草業務受託料；50,000円
まち協歓送迎会会費(37名)；148,000円
まち協懇親会会費(66名）；132,000円
まち協新年会会費(59名)；206,500円
まち協ベスト販売(2着）；2,000円

利息 20 11 -9 普通預金利息

合計 2,069,188 2,012,619 -56,569

【支　出】 （単位：円）
費　目 予算額 決算額 差　異 備　考

広報事業費 70,000 72,258 2,258 サーバー費用（ホームページ更新管理）等

地域福祉事業費 5,000 5,710 710 地域公共交通の検討

地域ふれあい
　事業費

780,000 540,951 -239,049

千新小夏祭り協力金；30,000円
こどももちつきフェスタ協力金；30,000円
まち協歓送迎会費用；137,200円
まち協懇親会費用；131,891円
まち協新年会費用；211,860円  他

地域安心・安全
　対策事業費

210,000 163,537 -46,463
青パト関連活動費；142,753円
防災訓練；20,784円

地域子育て支援
　　事業費

5,000 5,000 0 千里山竹園児童センター管理運営協議会費等

地域環境美化
　事業費

100,000 69,046 -30,954
アドプト活動関連費用
児童センター植栽管理　等

印刷費 70,000 39,360 -30,640 印刷機消耗品代、コピー代

通信・事務費 15,000 27,211 12,211 事務局通信費、事務用品、印紙等

会議費 5,000 0 -5,000

交通費 5,000 0 -5,000

慶弔費 5,000 0 -5,000

予備費 799,188 13,785 -785,403 雷探知器、熱中症モニター

小計 2,069,188 936,858 -1,132,330

繰越金 0 1,075,761 1,075,761

合計 2,069,188 2,012,619 -56,569

　上記の通り、2019年度一般会計収支決算 を報告いたします。

　2020年4月1日

　千里新田地区まちづくり協議会　会計　　延木　玉恵　

　



2019 年度（第13期）会計監査報告書

(2019年4月1日~2020年3月31日）

2019年4月1日から2020年3月31日までの千里新田地区まちづくり協議会一般会計の監査を
次のとおり行いました。

会計台帳（金銭出納帳、銀行通吸）

支出領収書

以上を基に会計監査を行った結果、収支は正確かつ適正に処理されていることを報告しますC

2020年 u 月 ば日

会計監査 三乳
ヽ

乃：：..;;- 一
2020年午月夕日

会計監査 衣化A :::L-



 

第3号議案 

2020年度(第14期) 事業並びに活動計画(案) 

(2020年4月1日～2021年3月31日) 

 

1 広報事業 

(1) 広報誌(千新かわら版)発行 年4回(7･10･1月、臨時号)発行 

(2) ホームページの更新･管理 

 

2 地域福祉事業 

(1) 敬老フェスティバル協力 9月21日(祝) 千里市民センター大ホール 

(2) たのしいバス運行の充実 

(3) 福祉委員会との「小地域ネットワーク活動」 

(4) 地域公共交通(バスの地域内運行)の実現 

(5) いこいの間の活性化 

 

3 地域ふれあい事業  

(1) 第41回千新小夏祭りの開催 8月22日(土) 

(2) 第34回市民体育祭の開催 10月11日(日) 

(3) 第18回子どももちつきフェスタの開催 12月13日(日) 

(4) せんしん交流会の開催 毎月第1土曜日 午後6時から 

 

4 地域安心･安全対策事業 

(1) 登校時の挨拶運動と子ども見守りに協力 

(2) 青色防犯パトロールカーの運行 

(3) 全市一斉合同防災訓練の実施 1月17日(日) 

(4) 福祉避難所避難訓練 

 

5 地域子育て支援・青少年育成事業 

(1) 児童センター事業支援(行事協力と施設維持) 

(2) 地域教育協議会協力 

 

6 地域環境美化事業 

(1) 「アドプト・ロード・千新」の清掃活動 毎月第3土曜日 午前8時から 

(2) 「すいた里親道路」の維持管理(清掃・除草・花壇の整備) 

(3) 児童センターの植栽管理等 

(4) 中学校の花いっぱいプロジェクトへの参画 

(5) 小学校共同整備花壇の維持管理支援 

 

7 その他事業 

(1) 会議等 

① 通常総会(第14期) 

② 役員会 偶数月の第3土曜日 午後7時から 

(2) 地区発足30周年事業「ふるさと千新会プロジェクト」 

30年間の地域の彩あるエピソードを冊子にまとめて12月に配布予定 

 

※ なお、上記諸活動の開催・日程については、今後の新型コロナ感染拡大防止を踏まえて、適宜適切な変

更を検討いたします。 



第4号議案

2020年度(第14期)　一般会計収支予算(案)
(2020年4月1日～2021年3月31日)

【収　入】 （単位：円）

費　　　目
前年度
予算額

予算額 差　異 備　　　　　　　考

繰越金 1,017,168 1,075,761 58,593 2019年度まち協繰越金

会費 262,000 262,000 0
諸団体（22団体×@6,000円）；132,000円
個人（100名×@1,200円）；120,000円
賛助会員（1団体×@10,000円）；10,000円

繰入金 100,000 100,000 0 市民体育祭運営委員会からの青パト運行繰入金

助成金 70,000 70,000 0
吹田市からの青パト助成金；60,000円
合同防災訓練の連合分担金；10,000円

寄付金 0 0 0

雑収入 620,000 570,000 -50,000

印刷機使用料(諸団体負担分)；30,000円
剪定・除草業務受託料；50,000円
まち協歓送迎会会費(40名)；160,000円
まち協懇親会会費(60名）；120,000円
まち協新年会会費(60名)；210,000円

利息 20 10 -10 普通預金利息

合　　　　計 2,069,188 2,077,771 8,583

【支　出】 （単位：円）

費　　　目
前年度
予算額

予算額 差　異 備　　　　　　　考

広報事業費 70,000 65,000 -5,000
サーバー費用（ホームページ更新管理）
かわら版等

地域福祉事業費 5,000 5,000 0 地域公共交通の検討

地域ふれあい
　　　　　　　事業費

780,000 770,000 -10,000

千新小夏祭り協力金；30,000円
こどももちつきフェスタ協力金；30,000円
まち協歓送迎会費用；180,000円
まち協懇親会費用；120,000円
まち協新年会費用；210,000円
地域30周年記念誌発行；200,000円

地域安心・安全
　　　　対策事業費

210,000 300,000 90,000
青パト関連活動費（車検含）；280,000円
防災訓練；20,000円

地域子育て支援
　　　　　　　事業費

5,000 5,000 0 千里山竹園児童センター管理運営協議会費

地域環境美化
　　　　　　　事業費

100,000 100,000 0
アドプト活動関連費用
児童センター植栽管理　等

印刷費 70,000 90,000 20,000 印刷機消耗品代、メンテナンス料

通信・事務費 15,000 25,000 10,000 事務局通信費、事務用品等

会議費 5,000 5,000 0

交通費 5,000 5,000 0

慶弔費 5,000 5,000 0

予備費 799,188 702,771 -96,417

合　　　　計 2,069,188 2,077,771 8,583
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